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チャリティーバザー開催のお知らせ

毎年ご好評いただいておりますチャリティーバザーを下記のとおり開催いたします。
ご寄贈いただける品がありましたら、事務局までご連絡ください。

また当日は、皆さまお誘いあわせの上、ぜひご来場ください。お待ちしております。

日　時　　令和元年11月14日（木）　10時～ 14時
場　所　　鶴見区役所前広場（雨天決行）

税を考える週間行事

女性部会入会のご案内
　女性部会は、経営に携わる女性同士の情報交換の場として、又、税の知識や教養を高める研修会を
催し活発な活動をしております。法人会会員会社の方ならどなたでも入会できます。
　皆様のご入会を心からお待ち申し上げております。

新年度　入会金　　　3,600円　　　

次年度　年会費　　　3,600円　　　　　

青年部会入会のご案内
　鶴見区内で会社経営をされている方または、幹部社員の方を対象とした会です。
男女を問わず年齢 50歳未満の方であれば、どなたでも入会できます。
　同世代の仲間が研修会、親睦交流等を通じて経営者としての資質向上を図るだけでなく、
税の啓発を踏まえた地域貢献活動に取り組んでいます。

新年度　入会金　15,000円

次年度　年会費　15,000円

税務研修会当日ご入会いただければ、第一部講演会、第二部研修会に参加できます。
女性部会入会及び、税務研修会参加申し込みは事務局までご連絡下さい。
皆様のご入会を心からお待ち申し上げております。
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税を考える週間行事予定

日時　令和元年１１月１1日（月）
　　　10：00～15：00
場所　鶴見区役所
主催　東京地方税理士会　鶴見支部

税の無料相談

日時　令和元年１１月１1日（月）
　　　１０：００～
場所　JR鶴見駅周辺
共催　関係民間6団体
　　　鶴見税務署
★各種パンフレット等配布

街頭広報

会員増強キャンペーン ９月から１２月までは、会員増強運動実施期間です。
お知り合いの方、ご近所の方に、声をおかけください。

（公社）鶴見法人会事務局　電話521-2531さあ、今こそ　一歩踏み出す　法人会

11/11 月

日時　令和元年１１月12日（火）
　　　受付１４：1０　開式１５：2０
場所　キリンビール㈱横浜工場
　　　レセプションホール
主催　鶴見税務署

納税表彰式11/12 火

日時　令和元年１１月14日（木）
　　　１０：００～
場所　鶴見区民文化祭会場
　　　（鶴見区役所前広場）
主催　公益社団法人
　　　　鶴見法人会　女性部会

チャリティー
バザー

11/14 木

日時　令和元年１１月20日（水）
　　　開演１７：５０～
場所　鶴見公会堂　
演目　落語、漫才等 
主催　公益社団法人
　　　　鶴見法人会　事業委員会

ほうじん劇場11/20 水
法人名：吉田不動産株式会社
役職名：取締役
氏　名：吉田　健司　氏
続　柄：長男（１１ヶ月）
続　柄：長女（３才６ヶ月）
氏　名：陽花（はるか）
氏　名：一翔（かずと）
趣　味：パズル
支　部：鶴見西
撮　影：㈲セントラルスタジオ

主要行事予定 令和元年 11月〜令和 2年 1月
───────────────────────

⓫月
───────────────────────
５日（火）一般不可
●青年部会正副会長会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜
───────────────────────
6 日（水） 一般可
●生活習慣病検診①
【場　所】ココファン横浜鶴見
【時　間】9：30〜
───────────────────────
6 日（水）一般不可
●女性部会役員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】18：00〜
───────────────────────
７日（木） 一般可
●生活習慣病検診②
【場　所】ココファン横浜鶴見
【時　間】9：30〜
───────────────────────
8 日（金）一般不可
●第 33回　全国青年の集い大分大会
【場　所】iichiko総合文化センター
【時　間】8：30〜
───────────────────────
11 日（月） 一般可
●街頭広報
【場　所】JＲ鶴見駅東口西口
【時　間】10：00〜
───────────────────────
12 日（火）一般不可
●納税表彰式　
【場　所】キリンビール横浜工場レセプションホール
───────────────────────
14 日（木） 一般可
●女性部会チャリティーバザー
【場　所】鶴見区役所前広場
【時　間】10：00〜14：00
───────────────────────
14 日（木） 一般可
●第 37回源泉所得税研修会第四講
【場　所】法人会会議室
【時　間】15：00〜
───────────────────────
14 日（木）一般不可
●青年部会役員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜
───────────────────────
15 日（金）一般不可
●理事会
【場　所】法人会会議室
【時　間】16：00〜
───────────────────────

───────────────────────
17 日（日） 一般可
●第 14回トレジャーハンティングｉｎつるみ
【場　所】鶴見大学体育館、鶴見区全域
【時　間】10：00〜
───────────────────────
20 日（水） 一般可
●第 23回ほうじん劇場
【場　所】鶴見公会堂
【時　間】17：50〜
───────────────────────
21 日（木） 一般可
●新設法人説明会
【場　所】鶴見税務署１階会議室
【時　間】13：30〜
───────────────────────
22 日（金） 一般可
●決算法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜
───────────────────────

⓬月
───────────────────────
3 日（火）一般不可
●青年部会正副会長会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜
───────────────────────
4 日（水）一般不可
●厚生委員会
【場　所】未定
【時　間】18：00〜
───────────────────────
5 日（木） 一般可
●第 37回源泉所得税研修会第五講
【場　所】法人会会議室
【時　間】15：00〜
───────────────────────
6 日（金）一般不可
●市場支部幹事会
【場　所】市場西中町自治会館
【時　間】18：00〜
───────────────────────
9 日（月）一般不可
●税制委員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】18：00〜
───────────────────────
10 日（火）一般不可
●青年部会役員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜
───────────────────────
11 日（水） 一般可
●鶴見中央支部年末懇談会
【場　所】鈴よし
【時　間】18：00〜
───────────────────────

───────────────────────
12 日（木）
●組織委員会一般不可　
【場　所】法人会会議室
【時　間】18：00〜
───────────────────────
17 日（火）一般不可
●青年部会 12月例会望年会
【場　所】法人会会議室川崎日航ホテル
───────────────────────
20 日（金） 一般可
●決算法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜
───────────────────────

❶月
───────────────────────
5 日（日） 一般可
●鶴見七福神めぐり
【場　所】熊野神社他
【時　間】9：45〜
───────────────────────
7 日（火）一般不可
●青年部会正副会長会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜
───────────────────────
14 日（火）一般不可
●青年部会役員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜
───────────────────────
22 日（水）一般不可
●令和２年新年賀詞交歓会
【場　所】崎陽軒本店
【時　間】18：00〜
───────────────────────
23 日（木） 一般可
●新設法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜
───────────────────────
24 日（金） 一般可
●決算法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜
───────────────────────
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第36回法人会全国大会
（三重大会）
１０月3日（木）

　全法連主催の法人会全国大会が三重県津市の「津市産業・スポー
ツセンター」にて開催され、当会からは、大島会長他７名が参加した。
　この大会は「法人会の税制改正に関する提言」の内容を発表する
場として毎年開催されるものである。第１部記念講演では、講師に
地元、伊勢神宮の広報室広報課長 音羽 悟氏をお迎えして「皇室と
神宮」と題し、講演を行った。伊勢神宮の多々ある年中行事、神宮
内自給自足で塩までも自家製造している等、興味深いお話を伺った。
第２部記念式典では、全法連小林会長の主催者挨拶、星野国税庁長
官、鈴木三重県知事、前葉津市長祝辞に続き、全法連飯野副会長に
よる「令和２年度税制改正に関する提言」の説明並びに利根副会長
より「大会宣言」の朗読がおこなわれ終了した。

令和２年度税制改正に関する提言
【基本的な課題】

Ⅰ．税・財政改革のあり方
１．税制健全化に向けて
　（1） 今般の消費税率１０％への引き上げは、財政健全化と社会保

障の安定財源確保のため不可欠であり、引き上げによる悪影
響を緩和する環境整備は必要だが、バラマキ政策となっては
ならない。

　（2） 政府は、政策経費を２０１６年度から１８年度の３年間を集中
改革期間と位置づけ、政策経費の増加額を１．６兆円程度抑制
する目安を達成した。２０１９年度からの３か年についても社
会保障費の増加額を抑制する目安を示して、改革に取り組む
必要がある。

　（3） 財政健全化は、国家的課題であり歳出歳入の一体的改革に
よって進めることが重要である。歳入では、安易に税の自然
増収を前提とすることなく、また歳出については、聖域を設
けずに分野の具体的な削減の方策と工程表を明示し、着実に
改革を実行するよう求める。

　（4） 今般の引き上げに伴って本年１０月より軽減税率制度を導入
されるが、これによる減収分については、安定的な恒久財源
を確保するべきである。

　（5） 1. 国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など金融
資本市場に多大な影響を与え成長を阻害することが考えられ
る。政府・日銀には、市場動向を踏まえた細心の政策運営を
求めたい。

２．社会保障制度に対する基本的な考え方
　（1） 年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」「支給開

始年齢の引き上げ」「高所得高年齢の基礎年金国庫負担分の
年金給付削減」等、抜本的な施策を実施する。

　（2） 医療については、成長分野と位置付け、大胆な規制改革を
行う必要がある。（診療報酬の見直し、ジェネリックの普及率
８０％の達成）

　（3） 介護保険については、制度の持続性を高めるために真に介護
が必要な者とそうでない者とにメリハリをつけ、給付及び負
担のあり方を見直す。

　（4） 生活保護においては、給付水準の見直し、不正受給の防止な
ど、厳格な運用

　（5） 少子化対策では、現金支給より保育所や学童保育等を整備す
るなど現物支給に重点を置くべきである。（企業主導型保育
事業・安定財源の確保必要）

　（6） 企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないよ
うな社会保障制度の確立が求められる。

３．行政改革の徹底
　（1） 国・地方における議員定数の大胆な削減、歳費の抑制
　（2） 厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と能力

を重視した賃金体系による人件費の抑制
　（3）特別会計と独立行政法人の無駄の削減
　（4） 積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

４．消費税率引き上げに伴う対応措置
　（1） 現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」の効果

等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁できる様さらに実行
性の高い対策をとるべきである。

　（2） 消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課題
となる。消費税の制度執行面においてさらなる対策を講じる
必要がある。

　（3） システムの改修や従業員教育など、事務負担が増大する中小
企業に対して特段の配慮が求められる。

５．マイナンバー制度について

６．今後の税制改革のあり方

Ⅱ．経済の活性化と中小企業対策
1. 法人実効税率について
　・OECD 加盟国の法人税実効税率平均は２５％、アジア主要１０か

国の平均は２２％となっており、依然として我が国の水準は高い。
このため今後もさらなる引き下げも視野に入れる必要がある。米
国もトランプ税制改革でわが国水準以下に引き下げられた。

　・国際競争力の強化などの観点から、今般の法人実効税率引き下
げの効果を確認しつつ、さらなる引き下げも視野に入れる必要も
ある。

2. 中小企業の活性化に資する税制措置
　（1） 中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を本則化すべき

である。また、昭和５６年以来、８００万円以下に据え置かれ
ている軽減税率の適用所得金額を１，６００万円程度に引き上
げる。

　（2）租税特別措置については、公平性、簡素化の観点から。政
策目的を達したものや適用件数の少ないものの廃止を含めて
整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新などの
活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、本則化
すべきである。

　　　①　中小企業投資促進税制については、対象を拡充したうえ、
「中古設備」を含める。

　　　②　少額原価償却資産の取得価格の取得の損金算入の特例
については、損金算入額の上限（合計３００万円）を撤廃し
全額を損金算入とする。なお、それが直ちに困難な場合は、
令和２年３月末日までとなっている特例措置の適用措置の適
用期限を延長する。

３．事業継承税制の拡充
　（1）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業継承税制の

創設我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定
的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な事業継承税
制が必要である。

　（2）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　　①　猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、平成２９年

以前の制度適用者に対しても適用要件を緩和するなど配慮す
べきである。

　　　②　国は円滑な事業継承が図れるよう、経営者に向けた制度
周知に努める必要がある。（計画書の提出期限について配慮）

　（3）中小企業経営強化税制（中小企業等経営強化法）や中小企
業が取得する償却資産に係る固定資産税の特例（生産性向
上特別措置法）等を適用するに当たっては、手続きを簡素化
するとともに、事業年度末（賦課期日）が迫った申請や認定
について弾力的に対処する。

4．事業継承税制の拡充
　（1） 1. 事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業継承税

制の創設我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると
限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な事業継
承税制が必要である。

　（2） 相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　　①　猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、平成２９年

以前の制度適用者に対しても適用要件を緩和するなど配慮す
べきである。

　　　②　国は円滑な事業継承が図れるよう、経営者に向けた制度
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Ⅲ．地方のあり方
　（1） 地方創生では、更なる税制上の施策による本社機能移転の促

進、地元に根差した技術の活用、地元大学との連携などによ
る技術蓄積づくりや人材育成等、実効性ある改革を大胆に行
う必要がある。

　（2） 広域行政による効率化について検討すべきである。基礎自治
体（人口３０万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町村
合併を推進し、合併メリットの追求

　（3） 国と比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政改革に
は、「事業仕分け」のような民間のチェック機能を生かした手
法が有効であり、各自治体で広く導入すべきである。

　（4） 地方公務員給与は近年、国家公務員と比べたラスパイレス指
数（全国平均ベース）が改善せず高止まりしており、適正な
水準に是正する必要がある。

　（5） 地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にスリム化すると
ともに、より納税者の視点に立って行政に対するチェック機能
を果たすべきである。
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Ⅳ．震災復興
　今後の災害復興にあたっては、これまでの効果を十分に検証し、
予算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故への対応を含め
て引き続き、適切な支援を行う必要がある。
　熊本地震をはじめ地震や台風などによる大規模な自然災害が相次
いで発生しているが、東日本大震災の対応も踏まえ、適切な支援と
実効性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興の実現等に向
けて早急に取り組まなければならない。
　近年、自然災害により甚大な被害が発生していることを踏まえ震災
特例法と同じく、災害等に係る雑損失の繰越控除期間を５年（現行３
年）延長する事。

Ⅴ．その他
1.　租税環境の整備

2.　租税教育の充実

【科目別の具体的課題】
法人税関係
1.　役員給与の損金算入の拡充

2.　交際費課税の適用期限延長

3.　公益法人課税

所得税関係
1.　所得税のあり方
　（1）基幹税としての財源調達機能の回復
 基幹税としての財源調達機能を回復するためにも、所得税は

国民が能力に応じて適正に負担するべきである。
　（2）各種控除制度の見直し
　 各種控除は、社会構造変化に対応して合理的なものに見直す

必要がある。とくに、人的控除については、累次の改正の影
響を見極めながら、適正に負担すべきである。

　（3）個人事業税の均等割
　 地方税である個人住民税の均等割についても、応益負担原

則の観点から適正水準とすべきである。

2.　少子化対策

相続税・贈与税関係
　１.　相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることから、　

これ以上の課税強化はおこなうべきではない。

　２.　贈与税は経済活性化に資するよう見直すべきである。
　　（１）贈与税の基礎控除額を引き上げる。
　　（２）相続時精算課税制度の特別控除額（2,500 万円）を引き

上げる。

地方税関係
1.　固定資産税の抜本的見直し
　（1）商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮

した評価に見直す。
　（2）家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
　（3）償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点から、「少

額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産（３０万
円）にまで拡大するとともに、賦課期日を各法人の事業年度
末とすること。また、将来的には廃止も検討すべきである。

　（4）固定資産税の免税点については、平成３年以降改定なく据え
置かれているため、大幅に引き上げるべきである。

　（5）国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地
の評価を行っているが、行政の効率化の観点から評価体制の
一本化すべきである。

2.　事業所税の廃止
　　　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有することから

廃止すべきである。

3.　超過課税
　　　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税対象と
　　　しているうえ長期にわたって課税を実施している自治体も多
　　　い。課税の公正を欠く安易な課税は行うべきでない。

4.　法定外目的稅
　　　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することがないよ

う配慮するとともに、税収確保のために法人企業に対して安
易な課税を行うべきでない。

その他
1.　配当に対して二重課税の見直し

2.　電子申告

令和元年度税制改正スローガン
　・経済の再生と財政健全化を目指し、
　　　　　　　　　　歳出・歳入の一体化改革を！
　・適正な負担と給付の重点化・効率化で、
　　　　　　　　　　持続可能な社会保障制度の確立を！
　・中小企業は日本経済の礎。
　　　　　　　　　　活力向上のための税制措置拡充を！
　・中小企業にとって事業継承は重要な課題。
　　　　　　　　　　本格的な事業継承税制の創設を！

大　会　宣　言
われわれ法人会は、「税のオピニオンリーダーたる経営者の団体」と
して、「税制改正に関する提言」や租税教育、企業の税務コンプラ
イアンス向上に資する取組など税を中心とする活動を積極的に展開し
ながら、広く社会へ貢献していくこととしている。

現在、わが国経済は企業収益に陰りが見えるなど、景気の減速懸念
がにわかに強まっている。大規模金融緩和の効果が期待できなくなっ
た上、米中の経済摩擦によるマイナスの影響が顕在化してきたため
である。一方、国際経済面では、アメリカの保護主義的政策がわが
国も対象とするなど余談を許さない状況となっている。

国家的課題である財政健全化は困難を極めており、わが国の長期債
務残高は、先進国の中で突出して悪化している。また、わが国は先
進国で最速のスピードで少子高齢化が進み、かつ人口減少という深
刻な構造問題を抱えている。社会保障の恒久的財源である消費税は、
今般、税率が１０％に引き上げられたが、今後の社会保障給付費の
増大と財政の健全化の困難さを考えれば、「受益」と「負担」の均
衡に向けた議論を早急に開始することが重要である。

中小企業は、地域経済と雇用の担い手である。グローバル経済や厳
しい環境変化に対応し、その存在感を維持するとともに、わが国経
済の礎として、中小企業の力強い成長を即す税制の確立が不可欠で
ある。

われわれ法人会は、「中小企業の活性化に資する税制」、「事業継承
税制のさらなる拡充」等を中心とする「税制改正に関する提言」の
実現を強く求めるものである。

創設以来、納税意識の向上に努めてきた法人会は、令和という新し
い時代を迎え、ここ三重の地で全国の会員企業の総意として、以上
宣言する。

令和元年１０月３日　全国法人会総連合　全国大会
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　部会員５４名、来賓１名、一般
10名、事務局１名の総勢６６名で
水晶院別館にて開催した。株式会
社八天堂の代表取締役：森光孝
雅氏を講師にお迎えし、「失敗か
ら学んだ成功を勝ち取るための
秘訣」というテーマでご講演をい
ただいた。
　神戸にあるドイツパンの名店で
修業後、故郷である広島県三原
市でパン屋を開業し、10年間で
県内13店舗を構えるまでに急成
長を遂げた。しかしその矢先に新
店舗の店長を任せようと思って
いた部下より、突如退職の意向を
伝えられる。その後も店長クラス
の従業員が何人も退職していき、
業績は急激に悪化していた。また
その時には従業員の労働環境も
劣悪になっており、パンが大好き
で前向きに仕事に取り組んでく
れていた女性社員が精神的に追
い詰められてしまうような状況に
なっていた。資金繰りも非常に苦
しくなっており、経理を務めてい
た奥様も心労から体重が激減し、
森光氏本人も体調を崩していた。
　そのような状況の中で、栃木県
で同じくパン屋を営んでいた弟
さんから連絡があり、今まで貯め
てきた貯金を事業の立て直しに
使ってくれとの申し出があった。
その時に今までどこか距離を取
り、向き合ってこなかった先代の
親の事を思い出した。そして弟の
ように素晴らしい人間を自分は育
てることが出来ていないと感じる
と同時に今までに受けてきた親
への感謝を改めて感じた。そして
先代である親に会いにいき、そこ

７月講師例会
７月３１日（水）
青年部会

　（一社）神奈川県法人会連合会
『女性部会連絡協議会セミナー」
が新横浜国際ホテルにて開催さ
れ、県内18法人会から約200名
の女性部会員の参加があり、本会
からは9名が参加した。また今期、
当会の榎本部会長が県連の女性
部会長に選出され、挨拶などをお
こなった。第一部は、元湯陣屋　代
表取締役女将の宮﨑知子氏によ
る特別講演『倒産の危機から這い
上がった素人女将による旅館改革
への挑戦』があり、業務改善のた
めのクラウド型ホテルシステム『陣
屋コネクト』を独自開発した話など
をうかがった。ICTを活用したデー
タ分析とおもてなし向上を実現
し、旅館を立て直したなどのお話
を、興味深く拝聴し、自社でも取り
入れられる内容もあり、大変有意
義な講演であった。また第二部の
懇親会では、他会の部会員との親
睦を深めた。

連絡協議会セミナー
9月3日（火）
女性部会

　鶴見税務署の古屋上席調査官
を講師にお迎えして、受講者１８
名が参加して、「源泉所得税の実
務（中級）」についての研修会を
おこなった。

源泉所得税研修会（第３講）
９月１２日（木）
源泉部会

　ベストウェスタン横浜にて、 令
和元年度福利厚生制度推進連絡
協議会を21名が参加し開催し
た。
　福利厚生制度受託保険会社の
大同生命保険㈱・AIG損害保険
㈱・アフラック生命保険㈱３社よ
り当法人会の同制度加入状況報
告と今後の推進施策についての
説明があった。

福利厚生制度推進連絡協議会
１０月２１日（月）
厚生委員会

　当法人会会議室に於いて、24
名が参加し開催した。第1部は鶴
見税務署間瀬署長より「国税組織
と税務の仕事」と題し、女性署長な
らではの視点で、課題点や経験談
も盛り込みご講演いただいた。ま
た第2部では、10/1から実施され
た消費税率変更に伴う軽減税率
制度に関するクイズをおこなった。
税務署に寄せられていた「よくあ
る質問」を参考に出題され、グルー
プ毎に署幹部の皆様と共に解答を
導き、楽しみながら学んだ。

税務研修会
10月15日 (火 ) 
女性部会

　東横イン横浜鶴見駅東口に
て、豊岡小学校４年生の生徒３０
名、校長先生他学校関係者５名、
マジック関係１名、法人会関係多
数が参加し、体験学習「はじめて
の出張」を開催した。
　当日生徒達は、グル－プに分か
れ、東横インの各店舗から応援に
駆けつけた支配人が各グル－プ
のリ－ダ－となり、フロントの仕事
や客室の設備の使い方を学び、
その後、鶴見税務署の佐藤第一
統括官による税金クイズ、髙岡英
機氏によるマジックショ－を楽し
んだ。
　翌日には、各グル－プリ－ダ－
より、はじめての出張受講証明書
が生徒一人一人に手渡された。

第７回体験学習（はじめての出張）
１０月２０日（日）～２１日(月)
事業委員会

　ボウリングを通じて青年部会員
の親睦を図ることを目的として、
スポーツ例会を開催した。２ゲー
ムを実施し、青年部会とご来賓と
の対抗戦（各上位５名によるアベ

８月スポーツ例会
８月２７日（火）
青年部会

で変わろうと強く決意した。親と
改めて向き合うことで従業員に
対しての接し方も変わり、厳しい
状況の中でも一緒に頑張りま
しょうと言ってくれる従業員も出
てきてくれた。そのような従業員
は事業が上手くいっている中で
は、どこか頼りないと感じてしま
う従業員であったが、苦しい時期
を一緒に乗り越えたくれた恩人
になった。
　そして何かお役に立てる事が
あればという姿勢で事業に再度
取組み、広島県内のスーパーに
パンを卸すという事業でV字回復
を遂げた。しかしこのままでは
スーパーのシェアも他社に取って
変わられてしまうという危機感か
ら卸売り事業からの撤退を決め、
「自分にしかできない事はなんだ
ろうか」という自問自答を繰り返
し、そこから創業の歴史・和洋の
技術と自身のパンの技術を融合
させた“くりーむパン”を開発し
た。講演の中では、「付加価値」を
どのようにして付けていくか、ま
た「本業を離れるな、しかし本業
だけを続けるな」という言葉を用
いて“くりーむパン”開発までの経
緯を説明していただいた。

レージ）とした。また、青年部会に
おいては、個人戦をおこなった。ご
来賓との対抗戦の勝敗は、２年ぶ
りに青年部会が勝利を飾った。
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見税務署間瀬署長より「国税組織
と税務の仕事」と題し、女性署長な
らではの視点で、課題点や経験談
も盛り込みご講演いただいた。ま
た第2部では、10/1から実施され
た消費税率変更に伴う軽減税率
制度に関するクイズをおこなった。
税務署に寄せられていた「よくあ
る質問」を参考に出題され、グルー
プ毎に署幹部の皆様と共に解答を
導き、楽しみながら学んだ。

税務研修会
10月15日 (火 ) 
女性部会

　東横イン横浜鶴見駅東口に
て、豊岡小学校４年生の生徒３０
名、校長先生他学校関係者５名、
マジック関係１名、法人会関係多
数が参加し、体験学習「はじめて
の出張」を開催した。
　当日生徒達は、グル－プに分か
れ、東横インの各店舗から応援に
駆けつけた支配人が各グル－プ
のリ－ダ－となり、フロントの仕事
や客室の設備の使い方を学び、
その後、鶴見税務署の佐藤第一
統括官による税金クイズ、髙岡英
機氏によるマジックショ－を楽し
んだ。
　翌日には、各グル－プリ－ダ－
より、はじめての出張受講証明書
が生徒一人一人に手渡された。

第７回体験学習（はじめての出張）
１０月２０日（日）～２１日(月)
事業委員会

　ボウリングを通じて青年部会員
の親睦を図ることを目的として、
スポーツ例会を開催した。２ゲー
ムを実施し、青年部会とご来賓と
の対抗戦（各上位５名によるアベ

８月スポーツ例会
８月２７日（火）
青年部会

で変わろうと強く決意した。親と
改めて向き合うことで従業員に
対しての接し方も変わり、厳しい
状況の中でも一緒に頑張りま
しょうと言ってくれる従業員も出
てきてくれた。そのような従業員
は事業が上手くいっている中で
は、どこか頼りないと感じてしま
う従業員であったが、苦しい時期
を一緒に乗り越えたくれた恩人
になった。
　そして何かお役に立てる事が
あればという姿勢で事業に再度
取組み、広島県内のスーパーに
パンを卸すという事業でV字回復
を遂げた。しかしこのままでは
スーパーのシェアも他社に取って
変わられてしまうという危機感か
ら卸売り事業からの撤退を決め、
「自分にしかできない事はなんだ
ろうか」という自問自答を繰り返
し、そこから創業の歴史・和洋の
技術と自身のパンの技術を融合
させた“くりーむパン”を開発し
た。講演の中では、「付加価値」を
どのようにして付けていくか、ま
た「本業を離れるな、しかし本業
だけを続けるな」という言葉を用
いて“くりーむパン”開発までの経
緯を説明していただいた。

レージ）とした。また、青年部会に
おいては、個人戦をおこなった。ご
来賓との対抗戦の勝敗は、２年ぶ
りに青年部会が勝利を飾った。
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8 9消費税の中間納付の期限を守りましょう記事のご感想は FAX503-2051へ

隔月（奇数月）第3水曜日税務無料相談

☆税務相談を希望される方は　事前に事務局（電話５２１－２５３１）までご連絡ください。
　なお、税理士の斡旋、無担保・無保証人・低利の公的融資の斡旋は随時行っておりますので、ご利用ください。

■相談日 令和元年11月20日（水）、令和2年1月15日（水）
■時間 １３時～１６時　■場所 税理士会事務局（青色申告会館）

鶴見法人会に入りませんか？ 法人会は税に関する活動で企業や社会に貢献します。

公益社団法人鶴見法人会は「地域振興助成事業」として鶴見区内において自主的・主体的な地域づくりを推進する団体・グループを支援しています。

1　税務対策のサポート・経営知識等の吸収
2　異業種交流
3　福利厚生
4　地域社会への貢献

入会の
メリット

鶴見税務署管内の
約2000社が入会

詳しくはwebで http://www.tsurumi.or.jp 検索鶴見法人会

お知り合いの法人等をご紹介ください。

支部名 法人名 正会員・賛助会員 代表者氏名 住所

電話 業種 紹介者

令和元年8月～令和元年9月新　入　会　員　紹　介

鶴見中央
鶴見中央４－２８－１７正会員 長峯　利光
金融商品取引業 大同生命保険㈱

矢向江ヶ崎 ㈱ナチュラルシー

藍澤證券鶴見支店

矢向３－２２－１２ユナイトパティオ矢向１０１正会員 髙野　貴之
６４２－８３４９

５０１－１４４１

クリーニング業 大同生命保険㈱

利用しよう！
法人会会議室

１．使用料金
使用料金

会員

一般

会員

一般

会員

一般

2,500

3,500

3,000

4,500

5,000

7,000

利用時間

午前

午後

一日

９時～ 12時

13 時～ 17 時

９時～ 17 時

（円・税別）

（円・税別）２．付属設備使用料金
使用料金

会員

一般

会員

一般

会員

一般

200

300

200

300

300

500

100

100

100

100

100

100

1,000

1,500

1,000

1,500

2,000

3,000

利用時間

午前

午後

一日

９時～ 12時

13 時～ 17 時

９時～ 17 時

スクリーン・プロジェクター ホワイトボードマイク

会員のみなさまに当法人会会議室のご利用を提案しま
す。会議室使用料金も、近隣貸会議室に比べ安価でご
利用いただけます。スクール形式で定員50名様まで可
能です。
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2019 11
チャリティーバザー開催のお知らせ

毎年ご好評いただいておりますチャリティーバザーを下記のとおり開催いたします。
ご寄贈いただける品がありましたら、事務局までご連絡ください。

また当日は、皆さまお誘いあわせの上、ぜひご来場ください。お待ちしております。

日　時　　令和元年11月14日（木）　10時～ 14時
場　所　　鶴見区役所前広場（雨天決行）

税を考える週間行事

女性部会入会のご案内
　女性部会は、経営に携わる女性同士の情報交換の場として、又、税の知識や教養を高める研修会を
催し活発な活動をしております。法人会会員会社の方ならどなたでも入会できます。
　皆様のご入会を心からお待ち申し上げております。

新年度　入会金　　　3,600円　　　

次年度　年会費　　　3,600円　　　　　

青年部会入会のご案内
　鶴見区内で会社経営をされている方または、幹部社員の方を対象とした会です。
男女を問わず年齢 50歳未満の方であれば、どなたでも入会できます。
　同世代の仲間が研修会、親睦交流等を通じて経営者としての資質向上を図るだけでなく、
税の啓発を踏まえた地域貢献活動に取り組んでいます。

新年度　入会金　15,000円

次年度　年会費　15,000円

税務研修会当日ご入会いただければ、第一部講演会、第二部研修会に参加できます。
女性部会入会及び、税務研修会参加申し込みは事務局までご連絡下さい。
皆様のご入会を心からお待ち申し上げております。
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